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設立5周年記念事業 ! 第6回なんと国際交流フェスティバル
～国際交流フォーラム同日開催～

南砺市友好交流協会は、国内外の友好都市と

の市民交流事業の推進を基本とし、広く文化

教育 産業等多方面にわたる交流を図りなから、

相互の理解と紫栄に貢献することを目的とし、

平成 19年 3月 に設立されました。設立 5周年

を記念し、7月 1日石光中央会館にて行われた

国際交流フエステイパルは、国際交流フォーラ

ムと併せての開催となりました。

交滸‖J体によるブース|り 11、 吐界の「i楽■のバフヨーマンス、十理教41、 ll会加‖‖Jに よる1舌動バネルitホを行いました
.

1lFI教名|で 1よ inO,こ ■による彊‖司チヂミ作り、フースでは、 hniラ オス会や竹I紹 会 詢ル引日祭クラフ にはんご広1場 hlな

んと・ALT地 元|イ トフィリピン出身の

'Fさ

ん■が出L(し  t界のお茶コーナーやチャリティー、各 日の kイヒイ1介 ■を行い、

掏:rト タ‖日人の力との交流及び‖‖そ交lltの 場となりました.また バフォーマンスではアフリカやイン ドの楽 7ヽ でのコt奏や

フィリビンのlk ll和 [占楽 `i光 守彙幼11‖ りJに よるウtll:の 歌の技F:があり ,J力 ある,11奏に会場は人いに1筈 り 1か り、

来場 者は例|:よ りも多くたくさんの人でにぎわいました.

，

¨

国際交流フォーラム 主催 公益財団法人とやま国lTセ ンター

ダニエル・カール氏 講演 !

タレント  形チ酬 究家としてイJ名 なダニエル カール lrか 「ふるきとの

同1方 千ヽヒ ～かんはっべ、オラの人夕rき な 本ヽ |と ,と しい用に れました.11

初に 本で千1んだ‖」に1ま 外 J人が 分 人たったこと  木|キ 1に は比喩的な

人り1か 多いことや あれJを 多川する■、 本,IIの 特徴を■体願

"ヽ

まえて

形チ,を 交え山 く紹介さイ1、 会1りは終″ドえいに包ま,■ ました .
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Iいよ型F桜 まつり派遣 11■

1` ント|■交渭:‖11:Jう t

1lrr,山サJk  lL勺 1寸 小ち41■ 1ヽ 体噴交流■業
林のりJヽ ,お 1)十 人7_派

,■ 」「業
|「波1也 11少 1■

'女
‖内交洲11「 業

1命 |)JЧ liお小|々 まつリバスツアー

」ヽ1上野交流 J「 りt

はんだ  iまつり市1(交洲ンヽ スツアー

むさしの 11'「 1派遣 JI業        ‐

lξ 赳少年柔道大会交漏二 ||「 イ子アシアター111

政1ツ アー

`ヽ

ル( 1,11jl"/1｀ り0),ttヽ

リッチモント小'F校 」出ヽ交流 J「 業

| ‖lr,l jk‖ il 1ヽ■ |そ 人J「 業

F出1印詳t賞1受
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‖¬li乙川束小学′
i受入J「 業

武蔵『γ交流J:業

(也

H 武1☆野市民ツアー交洲|

li ナント|十せのムラit

ナント !幸せのムラ展 開催
11月 5日～ 11月 11日

(1催  「 |l i lⅢⅢ ⅢIJl■

"す

● ‖,11tl:交 流‖

`い

'1賀

IJ(11町‖ ;)と J`京 高代|よ 1,す かた″「出
`itti子

占40,1年を迎

えたことを,こ念し、,|:L(や‖切,「 [:な との ナント11:せのムラル■

か,‖ ,Iさ オ1ま した また、 々卜:口 iや こきりこ、 hmi11)りく使の1本道ウt

山|さ んによるミニライツしあり 205年にJ‖ 業する北「11新 |↑十家に

綺押Jの「 |」1ltを 乗せて′ヽ iで きることを|:り つつ、広くけlll iの性力

をJヽ蔵野 iの ん々に PRし てきました

はんだ山車まつり市民交流バスツアー
10月 6日 ～7日

2971の i民の
'′

々と5年に 1 1■カリ,t｀F 市で,l ll:さ れる「■ 7

11はんだ山 「よつり」に行ってきました ,「 ■ 川|か ら弓き継かれて

いる同′刻や刑‖iま た  Iか らllつ  |さ れる からくり人形の

'Iや
、

勢ぞろいした  1は 見■で斗↓:ら しいものでした ‖
" iと

は、 1¬ 巨

Цカヤ■贈 :1:■やJヽ'F■ 然体I貪などで1′ rに 交流しています

東京者F武蔵野市「コヒス吉祥寺Jにて開催
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富山県国際交流員のアナスタシアさん

(ロ シア連邦ウラジオス トク出身)

国 際 理 解 出 前 講 座

ワール ド・ カルチー教室 ～ロシア～

交流ボランティアイ山約 10名 か 311に わたり、シェルバチュ

ク アナスタシアさんを11,師 に、ロシアの文rヒ・ :語  |‖ 11に

ついて学びました,山 像を ,1なから

't'火

 イト11 食■ 衣■

li営交iイ iな どについて紹介してもらい、ロシア|ギ 1ヽ1口|で は″Jめ

てロシア.IIに ■レ1る 方が多く ‖‖きなれない発11に みなさんリユ:

戦「1問 しながらも,己紹介にリロ尖|ま た、|‖ FIttI貪 では家1/111

型Iで もある ブルメィ (ロ シア flク レープ)と サラダを伯り

ました., 参ll l者 のプ,か らは |と ても楽 しかった /料 FIは 1く

でも角■,て みたい /ロ シア以外にも色々な 日の 1椰:庄があると

いいと思 う Jな どのお声をいただきました バリショーエ

スノ`スィーノ` 1(1'(:ど うもありかとう)今後も|■ 々な ‖tl)文

化を学´ヽ社会を#[供できればと思います

|け■11祭交流11ウ イル・モーア (ア メリカ合,た ロアラスカ州出身 )か、 i内

タトの交

“

H川 体やり11,lLIせ  と人クラフなどで ‖11(11解 1前満‖|を 行っています

J際 交|イヨこ用することや アラスカの「 クイ■ 11■  文化などについて映像と,F

せて子‖介しより1,ま た、なんとABCか るたをlt'|し た,tlイ語||パ

`や

ウt鷹 |を 使った

ゲームなども行います テーマは絆J体のこ

"中

″こ わヽせてつてlLし ています

(|‖

"11は

 本辞|で行います.)

一
　
　

、

アメリカやアラスカの話
|   ちよつと聞いてみんけ?

リクエスト待っとっちゃ～

に ほ ん こ 広 場 inな ん と

コミ分り1のルールや イirll人 の,Fき ,J 趣味などの身近なテーマで111し たり ,い ヽ

たり 市tんだつして、ボランティアの方と楽しく1気あいあいと 本語を学んでいま

す 本01せ は、1方災について'|ふため、公イト
'可

JI去 人とやま H際センターが |‖ する

l lJ災 多丈化共■教■への参加や、2の風l llilで ある」
=

タル のサ[tt会なども行いました、楽 しく 本|キ |を 'I

びたい 1本の 文rヒ や |イ げiを ヽ りたいん、

'llし

て

みません・JPボランティアも随時募集中です !

ρヽ撃fttP

【ほとんと 本|ギ Iか 1舌せない/サ |¬ けの人ЧクラスもI1/り ます .

お近くにお||り のプリかいらっしゃれは、お

'tl`に

お‖」いr、ゎせください 】

交 流 ボ ラ ン ティ ア 活 動

にはんご広場 inなんと、中学11 」l ll‖‖J「 110千 修での  可謂II旨■、 日際交流フ■ステイバル

やI光りJヽ1年 1で の夕‖1の 11理教牛などでご古i〕卍いただいております ボル トガル |イた の通 1計 (か できる

方、夕‖Hの |口‖又は 文化を教えたい方  本‖‖旨Iの経ち

'tが

あるプリ、″集中で

'1
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(↑ このりtてのJよ味か分からない方は
't公

1liイ,+に
参加してみまし上う 1分かる

',t人
11迎 |)
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第17回とやま国際草の根交流賞 受賞
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′JI際交漏1「

`,11会

会11。 ,川

`ヽ

il:さ んと町仙i

ラオス会会|:の 水木 i,tさ んか 公

`卜

Jl日 リツ、とやま 」111

センターれ 雙けている、とやま 日際十の1■ 交流11を受itき

オ■、1111人 か 11成 241¬ 1'8 に,1 ,|:,「 にて行わ′1

ました , rヽ きたIょ  ‖仙,テ 中学■ 」出ヽ交流 1名 |二 会の,曼 rl

に尽力、イ′J代 会長として j勺 中 I11の II夕 派ヽ■ ■人li業

などで J捺 交|イ 1の‖1,1に 努・7・ ています 水木さん(ま 、ラオ

スの r供■の教育11境改工のため,1`ヽ活Jlや、ラオスの「|

使11の ホームステイを1111的 にモ |サ 入れ また、交滞ヽの契

■となった判‖'り
きの,1及活コリに多

`・

lる などラオスとの友

“

r

‖ 1年 に11献 していま」l

5周年記念誌の発行
||||■ で0,IIII 11 111ス「年の

|■,
11「
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南砺市友好交流協会
511111,あ ゆみ |と 1:し 、

あ |“ み  町」ijと 交沼tの

ある滸
'ヽ

や ロツヽの用
`iと

■上の 1召 介 協会加鼎1■

体・ 11]"の ,1: 交流を

t長 また参加された
',々

の思いを 111に まとめよ

した

交流事業活動パネル展 開催
平成 21イ ¬ 2'I ll,1ヽ 12り :26 よて

'i光

||1会
''

1‖ |ロ ビーにてハネルttを 用11し :kし た ':こ 本Ⅲ¬
=':肺

J

さオた年加‖11体の交流 |■や当協会の活Jルを用介 ハネ

ルI:示は
'II='(lLし

ており、 口1奈 交漏[フ ェスティバル|)Flヽ

にもIt示 しています.

協会ホームページこ紹介
当脇会のホームヘージで|よ 、近防の 日|′ 交ヽ洋:イ ベントや

交流 11業活lイ 1介の ■1'iや  イ〔|卜 外 ‖人のんrJ● |っ

`,i詰

i

l11情 ‖1を掲 1崚 していまつl l日 際交i′ it lや 111に よるプロ

クもありますので、りこ■チェックしてみて ドさし、

ア ドレスはこちら ↓

www.nanto‐ykk.org
(または「南砺市友好交流協会Jで検索。)

～あとがき～

ユネスコ憲 11に 1`和は「,き に 1′ 和のとりでを築かな

llればならないJと 1っ ている.‖[も か,t界 1=和を|,1

うか、文化 宗教・民11の i■ いから,いは絶えなt、

遠くの 日で月
`人

か犠牲になる,件が起きた 心の平和

は、‖子のII史  文fヒ を知るところから始まる その

意味から交流の

'tた

す役l刊 は大きいのでは
|

南砺市友好交流協会
●〒939 165411,Iル iけれ|)こ 5260 (711)Lイ 111「n,杓 )

TEI_0763-52 4548/FAX 0763-52-3023

E]1lail i1lit)● 1lanlo― ykk o18

0受  (J ■ 8130ヽ 1715

0お休み  : 111 1■ (年 台々


